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昭和38年 8月

昭和39年 8月

昭和40年 8月

昭和41年 11月

昭和42年 7月

昭和42年 12月

昭和43年 8月

昭和43年 12月

昭和43年 12月 |

昭和44年  5月

昭和44年 11月

昭和45年 7月 |

'日

高校選手権大会(青森県,

団体総合2位

全国高校体青大会(福丼県,

団体総合1位、個人総合1位

〔種目月」】ゆか 1位 あん馬1位 つり輪1位、平行棒1位

全国高校選手権大会(ヨ峙県)

団体総合1位 個人総合 1位

【種目別】ゆか 1位 つり輪1位、平行棒2位 、鉄棒1位

羊2●国全日オ超手κ大会(千葉県)

団体総合2位

弟′ll・|,日 本学生選手櫂大,1ヽ 庫県,

団体一部2位

第21回 全日本選手r大 会(愛知県)

団体総合2位

第22回 全日本学生体揮競技選手縫大会(長峙県)

団体総合1位、個人総合3位

【種目男llゆか2位 つり輪 1位、跳馬2位

ヽ22回 全日本体操競Ix・選手権大会(腱ⅢⅢ

団体総合2位

【種目月llつり輪 1位

「第18回国民体育大会J 召̈和38年 山口県)での 平行ド の澱接.
I‐原氏15歳 高校1年生の時

昭 和40■ 8月 宮 崎 県

で行われた「全国高校選

手権大会Jでの  ゆか

と つり輪 の演表 イン

ターハイでは2年 3年 と

運統で団体総合優勝 個

人総合優勝を果たした.

=19回 オリンビック競,大 ミ(メ■シヨ)

団体総合1位

栞日本学生産手信人壼(富城環,

団体総合1位 個人総合 1位

第23口 ,日 本体援競技選手橿大会(II口県,

団体総合1位

【種目別りζ馬1位

N■K“競,会 策世界選手権代表最終選考会,東■)

個人総合3位

第 17r.n世界選手権大会(リコブリアナ,

団体総合 1位 個人総合2位

【種目月llつり輪2位  跳馬 1位

第24回 全日本体操競大選手構大会

`兵

庫県)

【種目男llつり輪2位 、ゆか 1位 、跳馬2位 針棒 1位

国際理大競1/会 (票京)

【種目男llつり輪 1位 、ゆか 1位 、翻ι馬2位

第25口 ,日 ■体li競,選 手播大会(■梨県,

個人総合2位

【種目月llつり輪 1位 平行棒2位

国際遊抜競技,(,知 県,

個人総合3位

日
'文

,li■日,1選手確
^■

(■●阜,

【種目別】鉄棒3位

il会人運手,大 会1,1辛1早 ,

個人総合2位

ロソヽh大 ,(や 驀1県 )

個人総合3位

り
'日

踏大芸|ソヒI卜 )

個人総合3位

【種目別患 棒2位

皐20風 オリンビック競技大会(ミ■ンヘン,

団体総合 1位

〔種目月明鉄棒1位、つり輪3位

単00日全日本■換, ■ヽ選手湾オ会( 子ヽ)

【種目月l患棒1位

口聡重■競,● (愛ヽ,,|

個人総合3位

[第22回 含 日本学生体

う競,選 手竜大会J(長

崎県

'で

の 平行棒 の

演技 17原 氏大学3年

の時

昭和45年 10月

昭和45年 11月

昭和45年 12月

昭和46年 11月

昭和46年 11月

昭和46年 11月

昭和46年 12月

昭和46年 12月

昭和47年 4月

昭和47年  8月  |

昭和47年 11月

昭和47年 12月

い 1拾栞器製作所に所属tて

いた頃の1全日本体操競技運

手橿大会|での渾11



昭和47年 12月

昭和48年 3月

ヨ餃,F=■ t大 会
`●

ヽFi

個人総合3位

【種目月|〕ゆか3位 鉄棒3位、つり輪2位 跳馬3位

,0,|=■ スク,日 =■ =(■ ′■,I

個人総合3位

【種目月り跳馬3位 平行棒2位、つり輪2位、鉄棒2位

,'日 擦ス

't'壼
)

個人総合2●

I種目別】ゆか3位 あん馬3● 平行棒2位 剛t馬3●

つり輪2位 鉄権2位

¨日ヽ 口|=ヽ キヽ,=ヽ や■:■ )

個人総合2位

■2/0● コヽヽ揉0■ 燎手κ人●(東F・.●|

個人総合1位

【種目別1つり輪1位 平行棒2位 鉄棒3位

■■友好大会(lt九111大会,

【種目月明つり輪1位、鉄棒1位

'■
3口 |せ

^卜
林i:■選手ヽ大

“

|イヽ′t,,

団体総合1位

●28口 t凛 ●ヽ揉,)●:ミ千褥ヽ●(岡山
',【種目月ll平行棒3位 、鉄棒3位

ヽい ■ヽだ抜

"●

会

`,ヽ

■,,

個人総合2位

tン トリカールこ燎帯技,(プ :● リン●レ
'1個人総合1位

【種目月llつり輪1位 ゆか1位 あん馬3位 、平行棒1位

針椰 位

第29日 ,自 本,■ 猛,世 ,lrヽ
'(よ

螢:●)

個人i.合1位

【種目月ll平行棒3位 、つり輪2位 跳馬2位 針樺1位

■
`ロ

ワー
'ル

|力 :`,(1:ナ トン,

【種目月llつり輪1位 平行棒2位 鉄棒1位

●4ヽ ■■■511:=`1,["11,■ |

【種目月llつり輪3● 、跳馬2● 平行棒3● 鉄棒1位

,ソ ■■●■●L二県
'個人総合1位

■
'IⅢ

■●:ンこ」|●1■1● ■1■ント'i■ 

“

|

団体総合1位、個人総合3●

【種目男ll鉄棒1位 跳馬2● 平行棒3位

■||口
'●

■1 |ヽ●1,ヽ

“

I(|ヽ ,■ |■|

団体総合1位、個人総合2●

【種目別】鉄棒3位

11“●1"^“ ●:■11==`|■ ■|

【種目月明つり輪1位 tl馬 2位

“

:,■ ヽ
',■

■ 1ヽ:,■■=ヽ ■ ■|■ ■
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■|

団体総合1位

■|=Ⅲ ●:|●■■

`■
■ず

`ヽ

■|:″:Ⅲ Ⅲ

【種目月llつり輪3位

■liO´ ●ヽ″ ■

'11■
■■■■|■,)

【種目男l鼎 棒2位

■,1■ ■■■■■ ||●●,■ ●:■ |

個人総合3位

【種目月llつり輪3位 跳馬2位 II棒3位

■1,=Ⅲ

`|:|´

i,● =ヽ ■■r● ■■11:■‐

個人総合3位

〔種目Я明つり輪2位 跳馬2位 平行棒3位 鉄棒3位

昭和48年 3月

「第20回 オリントiック■,大

=Jに コンヽン,で初めて 月

面宙返り (ムーン,ル ■を餃

Fし 金メ切レを獲イ■ た́よ●

の
',1.回

年●合でモ,iメタ

ル[猛 得した.

昭和48年  6月

昭和48年 11月

昭和49年 7月

昭和49年 10月

昭示口49年 11月

昭和50年 7月

昭和50年 7月

昭和50年 10月

昭ホロ50年
'0月

昭示口50年 11月

昭禾口50年 11月

昭和51年 7月

昭和51年 10月

昭「口51年 11月

昭ホロ53年 10月

昭和53年 11月

昭和53年 12月

昭和54年 9月

昭ホロ54年 10月

■
員

臼

ｒ

ｉ

ｌ

[第21回ォリンと,ク競,大 会J(■ンヽ

リオ ,′|こ全メタ,レを2隻●した ,Fの

■■`L つり輪 の浸■



フロフイール

オリンピックで金メダル5個を含む

計9個のメダルを獲得。

「月i白

“

ir返りJを生んだ、体操日本の象徴的存4■

塚原光男
1947年 12月22日生まれ。東京都出身。メ■シコ ミュンヘン、モント

リオールの3大会で 団体3個 個人2個の金メグルを獲得。72年のミュ

ンヘン大会で金メダルを獲得した鉄棒では 「月面宙返り(ムーンサルト)J

を発表し世界を驚かせた。弓退後はコーチとして後進の指導にあたり

男子団体で金メグルを獲得したアテネオリンピツクでは総監督を務めた。

アテネオリンピックの金メダルメンバー塚原直也選手は長男である。

昭i]38年 4月 1

昭和41年 3月 1

昭和41年 4月 1

,ユ1045年 3月 1

昭和45年 4月 1

:1和54年 4月 1

平成 14年 3月 1

昭ネに 3年 11月

昭不

“

3年 12月

昭ネ

“

3年 11月

昭和43年 12月

昭和45年 12月

昭千

“

5年 12月

昭ネに 7年 9月

昭ネ■ 7年 12月

昭不M7年 12月

昭ネに 7年 12月

昭ネロ 9年 12月

昭ネ嘔 1年 8月

昭和51年 12月

昭和51年 12月

昭ネ嘔 1年 12月

昭i喝 3年 12月

平成 11年 3月

平成21年 11月

日

日

曰

曰

日

日

日

國學院大学附届國攣院高等学校入学

国

“

院大学附届団摯院高等学校卒業

日本体薔大学l輌 学部体書学科入学

日本体●大学体育学部体苺螂 1卒業

lt式会ネ1,可合楽器製作所人蠣部

朝日生命厚生事業団体操教室校長

有限会ネi17原体操センター代表取締イ☆

頓 在に至る

'

スボーツ功労賞 (文3F省)

内閣総理大臣オ不

“

理府)

財団法人日本ltttl■3会栄光首

朝ロスボーツ賞 (朝日新間社)

日本スボーツ賞グランプリ(読売新聞社)

11日スボーツ賞 (朝日新l15,1)

スボーツ勁労賞 (文部省,

日本スボー ン賞グランプリ(飾売新聞,1)

朝曰スポーツ賞 (朝日新聞,1,

内閣総理大臣lT“ 理府)

明日スが一ツ賞 (朝日新聞,1)

スポーツIl労賞 (文部省)

日本スボーツ賞ォリンピ ックIIIЯl賞(航売IF閻社,

内閣総理大臣「(総理府)

朝日スポー ン賞 (朝日新聞オ1)

0,日スボーツ賞 (朝日新聞社)

ミズノスボーツメントール賞 Q団 法人 ミスノスボーツ振興会,

柴綬褒彙 受豪

昭和58年 4月 1曰

昭和58年 4月 1曰

18和60年 4月 1日

昭和60年 4月 1曰

平成 元年4月 1曰

平成 3年 4月 1日

平成 3年 4月 1日

平成 3年 4月 1曰

平成 3年 4月 1曰

平成 3年 4月 1曰

平成 3年 4月 1曰

平成 5年 4月 1曰

平成 11年 4月 1曰

平成 11年 4月 1曰

平成 13年 4月 1日

平成 13年 4月 1日

平成 ,3年 4月 1日

平成 13年 4月 1日

平成 ,5年 4月 1曰

平成 15年 4月 1曰

平成 15年 4月 1曰

平成 千7年 4月 1曰

平成 17年 4月 1曰

平成20年 4月 1日

財団法人日本体操協会 女子競,'本部ナシ→ナル強化部長

“

B沐160年 3月 31日 まで,

全日本シユニア体操クラフ協議会 理事(平成5年 3R31日 まで,

財団法人日本体揉協会 女子

“

撮競技委員会ナンョナル強化部長呼 成元年3月 31日 まで,

財団法人日本体繰協会 器械器具検定委員会 体操,日装類認定委員会委員(昭和62年 3月 31日 まで,

財団法人日本体撮協会 女7体 操競,,委員会 昌り委員長 (平成3年 3月 3]曰 まで,

財□法人日本体操協会 常務理事 (平成5年 3月 31日 まで,

財口法人日本体操協会 女子体操競ll委員会晏員長 (平成5年 3月 31日 まで,

財口法人日本体操協会 競技者委員会委員(平成5年 3月 31曰 まで,

財団法人日本体操協会 事業委員会委員呼 成5年 3月 31日 まで,

財団法人日本体操協会 機関紙委員会委員 (平成5年 3月 31日 まで,

全日本社会人体操競,,連雪 常務理事(平成5年 3月 31曰 まで,

全日本,1会人体操競,1連盟 理事 (平成 11年 3月 31曰 まで,

全日本社会人体操81技連盟 昌,理事長 (平成 13年 3月 31日 まで
'財団法人日本オリンヒンク委員会 アスリー ト委員(平成 15年 3月 31日 まで

'全日本社会人体録競技連盟 理事長 (現在に至る

'財団法人日本体操協会 常務理事 (平成 17年 3月 31日 まで,

財団法人日本体操協会 財務委員会晏員(平成 15年 3月 31日 まで,

財団法人日本体操ll会 広報委員会委員長 (平成 15年 3月 31日 まで,

財団法人日本オリンピック委員会 選手強イと本部員(現在に至る,

財口法人日本体操協会 アテネオリンピック強化委員会副委員長 (平成 17年 3月 31曰 まで)

財団法人日本体操協会 環境委員会委員 (平成 17年 3月 31日 まで,

財団法人日本体操協会 北京オリンビック強化委員会 委員長 (平成21年 3月 31曰 まで)

財団法人日本体操協会 扇り会長{現在に至る)

財団法人日本オリンビンク委員会 理事頓 在に至る,


